
 

 
１．平成25年度事業報告、決算関係 
 

Ⅰ．定 時 総 会 お よ び 役 員 会 等 
 

1．定時総会  H25.6.14    ホテル メトロポリタンエドモント（東京都千代田区） 

出 席 者：16,749 名（うち委任状 16,388 名を含む） 

会員数：31,535 名 

定足数：15,768 名 

 

（1） 議  案： 

  1）平成 24 年度事業報告の件 承認 

  2）平成 24 年度決算報告の件 承認 

  3）平成 24 年度監査報告の件 承認 

 4) 理事及び監事選任 承認 

 5) 平成 25 年度事業計画（報告事項） 

 6) 平成 25 年度収支予算（報告事項） 

  

（2） 表  彰： 

   〔土木学会賞の授与〕 

 

功 績 賞 1. 池田 尚治   1. 石井 弓夫   1. 嘉門 雅史   1. 今田   徹 

1. 阪田 憲次   1. 福岡 捷二 

 

技 術 賞  1. 1万トンの供用中トンネルの撤去を伴う都市部国道直下での地下ターミナル駅の

改良（前例のない駅改良技術の結集） 

神戸高速鉄道(株)、阪神電気鉄道(株)、大林・鹿島特定建設工事共同企業体 

1. 沈埋トンネル「若戸トンネル」の建設～日本の沈埋トンネル技術の集大成～ 

国土交通省九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所 

1. 北海道から世界に発信する新しいダム建設技術「台形 CSG ダム」－当別ダム建設

事業－ 

北海道、鹿島・竹中土木・岩倉特定建設工事共同企業体 

1. 山岳工法とシールド工法の境界領域における「SENS」の高速掘進－北海道新幹線

津軽蓬田トンネル－ 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部青森新幹線建設局、鹿島・鉄

建・梅林・田中組北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他特定建設工事共同企業体 

1. 京急電鉄京急蒲田駅付近連続立体交差事業（渋滞の抜本的改善による首都圏南部地

域の発展及び羽田国際化に対応したアクセス向上） 

東京都、京浜急行電鉄(株) 

1. 尾原ダムの建設（環境負荷を低減し、上下流連携を促進するダムづくり） 

国土交通省中国地方整備局 

1. 新東名高速道路（第二東海自動車道 横浜名古屋線）御殿場 JCT から三ケ日 JCT 

162km の開通－高速道路史上最長の開通－ 



 

中日本高速道路(株) 

1. 八戸港北防波堤の復旧（東日本大震災） 

国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所 

1. 「湯西川ダムの建設」地域と環境に配慮した合理化施工による新しい社会資本整

備手法の先達 

国土交通省関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所 

1. 東日本大震災により被災を受けた高速道路の復旧事業 

東日本高速道路(株) 

1. 東京駅丸の内駅舎保存・復原工事－東京駅丸の内周辺整備計画－ 

東日本旅客鉄道(株) 

 

環 境 賞 1. CO2 排出量をゼロ以下にできる環境配慮型コンクリート「CO2-SUICOM(スイコム)」

の開発 

中国電力(株)、鹿島建設(株)、電気化学工業(株) 

 1. 生物学的脱窒による水生生物飼育施設の環境調和型水処理システムの実用化 

大成建設(株)、国立大学法人長岡技術科学大学 

 1. 絶滅危惧種クロツラヘラサギの保全に配慮した新幹線橋りょうの新設 

 ‐九州新幹線 氷川橋りょう‐ 

  (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道建設本部九州新幹線局 

1. 都市内における生態系に配慮した大規模緑地空間の創造 

  (株)大林組 

1. 水力発電と河川環境との調和に向けた宮中取水ダム魚道構造改善及びモニタリング 

東日本旅客鉄道(株) 信濃川発電所業務改善事務所 

1. 都市インフラの緑化による生態系ネットワーク効果を可視化する「UE-Net®」の開

発と実用化 

清水建設(株) 

 

研究業績賞 1. 福岡 捷二 

 1. 三浦 清一 

 

論 文 賞 1. 近藤 真徳  小國  健二 

1. 中村  友昭    水谷  法美 

1. 杉本  光隆  Aphichat SRAMOON    岡崎  麻里 

1. 清水  英範 

1. 竹内    康  毛    世華  岡澤    宏   小梁川  雅    西澤  辰男 

   堀内  智司 

1. 堀    倫裕  貝戸  清之  小林  潔司 

1. 川辺  能成  原    淳子  保高  徹生  坂本  靖英  張      銘 

駒井    武 

 

論文奨励賞 1. 松宮  央登 1. 吉井    匠 1. 高井  敦史 1. 西山  孝樹 

1. 小川  由布子 1. 北島  正章 

 



 

吉 田 賞 

1） 研究業績部門（該当なし） 

  2） 論文部門 

1. 松本  浩嗣      米花    萌      二羽  淳一郎 

 

田 中 賞 

1） 研究業績部門 

1. 坂井  藤一 

1. 小川  篤生 

1） 論文部門 

1. 森     猛  島貫  広志  田中  睦人 

1. 舟山  淳起  宇佐美  勉  今瀬  史晃  王    春林 

2） 作品部門 

1. 新湊大橋 

1. 阿波しらさぎ大橋 

1. 第二音戸大橋 

1. 佐奈川橋 

 
技術開発賞 1. 野澤 伸一郎  石橋  忠良  築嶋  大輔    山内  俊幸    木下  雅敬 

1. 坂根  良平  高橋  良文  岩佐  行利  西脇  正明  田中    弘 

1. 三浦    悟  黒沼    出  浜本  研一  山口    功  小林  弘茂 

1. 嶋田  洋一  杉江  茂彦  高橋  真一  坂平  佳久  前田  知就 
 

出版文化賞  1. 堺   孝司  野口  貴文 

1. ヴァンソン 藤井  由実 

 

国際貢献賞 1. 岡﨑  有二 1. 髙山  知司 1. 畑尾  成道 

 1. ゴー・ティン・ドゥク 

 

国際活動奨励賞 1. 会田   稔 1. 石坂   隆 1. 大庭  孝之 1. 川上  泰司 

 1. 川上  康博 1. 河田  暢亮 1. 木藤  耕一 1. 坂下  智慎 

 1. 武田  秀幸 1. 立川  康人 1. 萩原  正雄 1. 福岡  良典 

 1. 法花  眞治 1. 牧田  篤弘 1. 山根   薫 

 
技術功労賞  1. 神澤  幸治 1. 久保  慶徳 1. 五嶋  博己 1. 小林 佐太男   

1. 松川  久俊 1. 三浦  鉄光 1. 安永  和正 1. 安永  礼三   

1. 八巻  正和 1. 吉野 美喜男 
 

〔吉田賞選考委員会の表彰〕 

1） 吉田研究奨励賞  

 1. 木下  幸治 1. 上田  尚史 1. 李    春鶴 1. 染谷    望 

 1. 三田  勝也 1. 小川 由布子 

 

（3） 名誉会員称号授与 

 青柳  征夫 宇佐美  勉  楠田  哲也 斉藤  和夫 

 塩井  幸武 辻   靖三 手塚  昌信 名合  宏之 

 古川  公毅 北條  紘次 増田  光男 松井  繁之 



 

 溝畑  靖雄 山本  卓朗 米倉 亜州夫 
 
（4） 新任理事および監事の選任および役員変更登記 

       ［敬称略］ 
 役 職 名  退 任  留 任  新 任 

理事・会 長 小野 武彦  橋本 鋼太郎 

理事・副会長 家田  仁  足立 敏之 

 金澤  寛 川谷 充郎 木村 洋行 

 山﨑 隆司  二羽 淳一郎 

 林  良嗣  宮池 克人 

専 務 理 事  大西 博文  

理    事 上田 多門 恵谷 舜吾 池田 清宏 

 鈴木 基行 鈴木 健一 磯部 雅彦 

 建山 和由 西垣  誠 柿谷 達雄 

 土屋 光博 野崎 秀則 菊川 滋 

 新田 保次 日野 伸一 木戸 洋二 

 深澤 淳志 宮本 文穂 清水 茂 

 福本 勝司 安田  進 霜上 民生 

 松浦  厚  田中 慎一郎 

 溝辺  哲  田村 亨 

 森田 康志  千釜 章 

 安井 利美  中井 雅彦 

   中尾 成邦 

   成行 義文 

   三村 衛 

   村田 和夫 

   山口 登美男 
監    事 長谷川伸一 髙木 英樹 横溝 良一 

新任理事および監事の選任  平成 25 年 6 月 14 日 

理事の登記変更       平成 25 年 7 月 16 日 
 

（5） 話題提供 

 話 し 手：家田 仁（副会長、東京大学大学院工学系研究科教授） 

 トピック：「3.11 から 3 年目：安全の地域づくりを考える」 
 

2．理 事 会 

    定  例：平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月まで 

1) 審議事項：81 件 

平成 24 年度第 7 回理事会（平成 25 年 5 月 10 日） 

1．平成 24 年度 事業報告 

2．平成 24年度 決算 

3．監査報告 

4．平成 24年度 土木学会賞 

5．平成 25年度支部長の承認 

6．東日本大震災フォローアップ委員会等の活動 

7．フェロー会員の認定 

8．規程類の改正 

9．委員長の交代 



 

10．新規受注研究 

11．支部事務局長の交代 

12、日本工学会技術倫理協議会規程の改正 

13．鑑定人候補者の推薦 

14．海外学協会年次大会等への派遣計画 

15．インドネシア土木構造工学会との協力協定書締結 
 

平成 25 年度臨時理事会（平成 25 年 6 月 14 日） 

1. 会長の選定 

2. 副会長の選定 

3. 次期会長の選任 

4. 顧問の承認 

5. 支部長の承認 

6. 担当会務の決定 
 

平成 25 年度第 1 回理事会（平成 25 年 7 月 12 日） 

1．東日本大震災アーカイブ特別委員会の継続 

2．平成 25 年度予算の変更 

3．規程類の改正 

4．委員長の交代 

5．支部長の交代 

5．新規受注研究 

6．他機関との共催 

7．会員の入退会 

8．平成 25 年度の出版企画（追加） 

9．ミャンマー工学会との覚書締結 

10．ACECC Jakarta Protocol（ジャカルタ議定書）の署名 

11．平成 25 年度海外学協会年次大会等への派遣計画 
 

平成 25 年度第 2 回理事会(平成 25 年 9 月 20 日)  

1．平成 26 年度事業計画及び予算編成の基本方針 

2．規程類の改正 

3．フェロー会員の認定 

4．会員の入退会 

5．新規受注研究 

6．委員長の交代 

7．他機関との共催 

8．土木学会選奨土木遺産の選考 

9．学術文化事業助成 

10．新規出版企画 

11．平成 25 年度海外学協会年次大会等への派遣計画 
 

平成 25 年度第 3 回理事会（平成 25 年 11 月 15 日） 

1．福島第一原子力発電所 汚染水への対応に関する検討委員会」設置の提案 



 

2．会員の入退会と増強活動 

3．フェロー会員の認定 

4．委員長の交代 

5．新規受注研究 

6．他機関との行事共催 

7．追加出版企画 

8．ベトナム建設大学との覚書締結 

9．平成 25 年度海外学協会年次大会等への派遣計画 

10．平成 25 年度上半期会計報告および資金運用計画の提案 

11．鑑定人候補者の推薦 
 

平成 25 年度第 4 回理事会（平成 26 年 1 月 24 日） 

1．「技術開発推進委員会」の廃止 

2．西部支部地域貢献事業への寄附申込 

3．会員の入退会 

4．フェロー会員の認定 

5．規程類の改正 

6．新規受注研究 

7．土木学会認定土木技術者資格審査 

8．委員長の交代 

9．学術文化事業助成申請 

10．他機関との共催 

11．平成 26 年度土木学会出版計画 

12．平成 25 年度海外学協会年次大会等への派遣計画 
 

平成 25 年度第 5 回理事会（平成 26 年 3 月 14 日） 

1．平成 26 年度役員候補者選考 

2．平成 25 年度名誉会員推挙 

3．平成 26 年度事業計画 

4．平成 26 年度予算 

5．土木広報インフラの構築の検討 

6．平成 26 年度定時総会 

7．会員の入退会 

8．フェロー会員の認定 

9．委員長の交代 

10．他機関との共催 

11．規程類の改正 

12．学術文化事業寄附申請 

13．専門委員候補者の推薦 

14．技術評価受注 

15．平成 26 年度の出版企画（追加） 
 

2) 報告事項：75 件 
 



 

2-1．技術者資格評議会  0 回 
 

3．正副会長会議 

   （平成 24 年度第 7 回：平成 25 年 5 月 10 日、平成 25 年度第 1 回：平成 25 年 7 月 12 日、 

第 2 回：9 月 20 日、第 3 回：11 月 15 日、第 4 回：12 月 13 日、第 5 回：平成 26 年 1 月 24 日、 

第 6 回：3 月 14 日） 

1） 懸案事項の事前協議 

2） 平成 24 年度表彰関係委員会、名誉会員候補者選考委員会の理事委員の委嘱 

3） 平成 25 年度役員選出について 

4） その他 
 

4．次期会長候補者選考会議（平成 25 年 12 月 13 日） 

1）次期会長候補者選考会議の運用ルール 

2）平成 26 年度次期会長候補者の推薦 

3）その他 
 

5．運営会議・予算会議・部門会議 

・運営会議 

第1回（平成26年1月20日） 

1） 平成26年度予算原案 

2） その他 

・予算会議 

第 1 回（平成 25 年 9 月 9 日） 

   1）平成 26 年度事業計画および予算編成の基本方針（案）の審議 

   2）その他 

第 2 回（平成 25 年 11 月 21 日） 

   1）平成 26 年度事業計画・予算要求集計の確認と予算査定の基本方針審議 

   2）その他 

予算ヒアリング（平成 25 年 12 月 9 日、10 日） 

1）平成 26 年度事業計画・予算要求についての部門ヒアリング 

・部門会議 

(1) 企画部門 部門会議 4 回 （企画委員会と共催） 

(2) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部門 部門会議 3 回 （社会コミュニケーション委員会と共催） 

(3) 国際部門 部門会議 3 回 （国際委員会と共催） 

(4) 教育企画部門 部門会議 3 回 （教育企画・人材育成委員会と共催） 

(5) 社会支援部門 部門会議 0 回  （メール審議 3 回） 

(6) 調査研究部門 部門会議 6 回  （研究企画委員会と共催） 

(7) 出版部門 部門会議 7 回 （出版委員会と共催） 

(8) 情報資料部門 部門会議 1 回  （メール審議 2 回） 

(9) 総務部門 部門会議 1 回  （メール審議 13 回） 

(10) 財務・経理部門 部門会議 3 回 （他に資金運用部会 1 回） 

(11) 会員・支部部門 部門会議 6 回  

(12) 技術推進機構運営会議 7 回 
 



 

6．支部長会議 

第 1 回（平成 25 年 7 月 12 日） 

1） 各支部における平成 25 年度事業の執行と運営上の課題 

2） 土木学会の運営 

3） 意見交換 

4） その他 
 

第 2 回（平成 25 年 12 月 6 日） 

1）土木学会の活動 

2）土木ボランタリー寄附の実施 

3）全国大会 

4）その他 
 

7．支部幹事長・事務局合同連絡会議（平成 26 年 1 月 23 日） 1 回 

1） 平成 25 年度第 2 回支部長会議報告 

2） 平成 26 年度支部事業計画・収支予算書および 

平成 25 年度支部決算見込ならびに 

平成 25 年度事業報告・決算書類の提出依頼 

3） 平成 26 年度全国大会実施計画 

       4） 会員・支部部門報告 

5） 本部からの報告・要望事項 

・100 周年記念事業 支部展開事業の日程、予算 

・土木ボランタリー寄附（dVd）への協力依頼 

・支部運営についての提案 

・土木学会主催シンポジウム「東日本大震災から 3 年～東北復興、南海トラフ、 

そして福島～」開催 

       ・土木技術者資格制度の動き（依頼と報告）                         

6） 支部からの報告・要望事項 

7） 意見交換 
 

8．歴代会長会議（平成 25 年 6 月 27 日） 1 回 

1) 東日本大震災報告 

2) 学会の現況報告 
 

9．関係学協会会長懇談会 

1) 建設系 7 学協会会長懇談会（平成 26 年 1 月 9 日） 1 回 

(1) 各学協会の現況と重点課題等報告 

(2) 各学協会の新公益法人制度への取組み 

(3) その他 

 


